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お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

西東京創業支援・経営革新相談センター

❖特別相談（相談無料・要予約）
　中小企業診断士などが、創業に関する
相談のほか、すでに事業を営んでいる方
のために経営全般の悩みや人材育成・労
務・販路開拓などに関する相談について、
個別に対応します。
❖中小企業診断士などによる経営講習会
（無料・要予約）
①「創業に関する基礎知識」
a３月８日㈯午前10時～午後３時
c創業する際に必要となる事柄をわかり
やすく説明する入門的セミナー
e20人（申込順）
②「ものづくり補助金について」
a３月19日㈬午後２時～５時
c「ものづくり・商業・サービス革新
補助金」の申請書作成ポイントを説明す
る無料セミナー
e20人（申込順）
❖創業資金融資あっせん制度事前診断
　申し込みの際には、当センターの経営
診断を受けて創業計画書を作成する必要
があります。ご予定のある方はお問い合
わせください。
※パソコン個別指導は終了しました。
b西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（南町５－６－18イングビル３階西

東京商工会内・p042－461－6611）
khttp://www.nishitokyo-sougyou.net/
j西東京商工会（p042－424－3600）

西東京市社会福祉協議会　
嘱託職員募集

❖施設課（保谷障害者福祉センター、富士
町作業所、ほうや福祉作業所）業務全般
□勤務日　月～金曜日午前８時30分～
午後５時15分
□報酬　日給１万3,500円
❖災害ボランティア活動推進他業務全般
□勤務日　月～土曜日（うち土曜日を含
む週５日勤務）午前８時30分～午後５時
□勤務地　西東京ボランティア・市民活
動センター（田無総合福祉センター１階）
□報酬　日給１万100円
i履歴書を３月11日㈫までに、〒202－
0013中町１－６－８保谷東分庁舎内社会
福祉協議会総務課へ郵送または直接持参
※詳細は、当会kをご覧ください。
j西東京市社会福祉協議会
（p042－438－3774）

西原学習教室受講生募集

□科目　小学４～６年生…国語・算数
　　　　中学１～３年生…英語

■専門相談（予約制）
i３月４日㈫午前8時30分から希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
（★印は、２月18日㈫から受付中）
予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内　容 場所 日　時

法律相談
n ３月13日㈭・20日㈭・25日㈫ 午前９時～正午

o
３月11日㈫・12日㈬・18日㈫・19日㈬
午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　４月 ３日㈭ 午前9時～正午
o 　３月27日㈭

税務相談 n 　３月14日㈮ 午後1時30分～4時30分
o 　３月17日㈪

不動産相談 n 　３月20日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★３月13日㈭

登記相談 n ★３月13日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★３月20日㈭

表示登記相談 n ★３月13日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★３月20日㈭

交通事故相談 n ★３月12日㈬ 午後1時30分～4時30分
o 　３月26日㈬

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 o ★３月10日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 o ★３月 ６日㈭ 午後1時30分～4時30分
相続・遺言・
成年後見等手続相談 n ４月２日㈬ 午後1時30分～4時30分

■一般市民相談
場　所 日　時

市民相談室　n・o 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

無料市民相談
■その他の相談

内　容 日　時　／　場　所 問い合わせ

教育相談
月～金曜日　午前９時～午後５時／
保谷庁舎４階・田無庁舎５階※要電話予約 教育支援課o

（p042－438－4077）【電話相談】月～金曜日　午前９時～午後５時
（ 042－425－4972）

不登校
ひきこもり
相談

月・水・木曜日　午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設３階） 教育支援課o

（p042－438－4077）【電話相談】午前９時～午後５時
月・水・木曜日（ 042－452－2244）、
火・金曜日（ 042－438－4077）

子供家庭相談
（電話・面接）

【面接相談】月～金曜日　午前９時～午後４時／
子ども家庭支援センター（住吉会館１階） 子ども家庭支援センター

（p042－439－0081）【電話相談】月～土曜日　午前９時～午後４時
母子相談 月～金曜日　午前９時～午後４時／

子育て支援課（田無庁舎１階）　※要電話予約
子育て支援課n
（p042－460－9840）

女性相談
月・火・金・土曜日　午前10時～午後４時
水・木曜日　午前10時～午後８時／
パリテ（住吉会館１階）　※予約制

協働コミュニティ課
（p042－439－0075）

生活相談 月～金曜日　午前８時30分～午後５時／
生活福祉課（田無庁舎１階・保谷庁舎１階）

生活福祉課
n（p042－460－9836）
o（p042－438－4027）

障害福祉相談

障害の種別を問わない相談
月～金曜日　午前９時～午後６時30分
土曜日　　　午前９時～午後０時30分 相談支援センター・

えぽっく
（p042－452－0075）

発達障害相談（予約制）
日曜日　　　午前９時～午後０時30分
どちらも、相談支援センター・えぽっく（フレンドリー内）

外国人相談 月～金曜日　午前10時～午後４時／
多文化共生センター（イングビル１階）

多文化共生センター
（p042－461－0381）

消費生活相談 月～金曜日　午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター

消費者センター
（p042－425－4040）

住宅増改築
相談

第１金曜日　午後１時30分～４時／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

都市計画課o
（p042－438－4051）

動物相談
（西東京市獣医師会）

３月14日㈮　午後１時30分～２時30分／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（p042－438－4042）

□入会金　3,000円
□受講料　小学生…3,500円（１教科）
　　　　　中学生…3,500円（１教科）
iはがきに、住所・氏名・学校名・新
学年・電話番号・希望科目を明記し、３
月20日㈭までに下記へ
※時間割など、詳細はお問い合わせを
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0013中町１－６－８・p042
－425－6611）

水道に関するお問い合わせは、
東京都水道局多摩お客さまセンターへ

□引っ越しや契約の変更　
p0570－091－100（ナビダイヤル）、
またはp042－548－5100
□料金・漏水修繕、そのほか　
p0570－091－101（ナビダイヤル）、
またはp042－548－5110
□受付時間　午前８時30分～午後８時
（日曜日・祝日を除く）
※漏水事故など緊急の用件については、
全日24時間ご案内しています。
◆東京都水道局

借金の返済でお悩みの方へ

　東京財務事務所では、無料の多重債務
相談窓口を開設しています。
　専門の相談員が電話または面接による
相談に応じ、必要に応じて法律の専門家
に引き継ぎを行っています。
　個人の秘密は厳守します。まずは下記
へお問い合わせください。
□受付時間　平日午前９時～正午、午後
１時～５時
j関東財務局東京財務事務所　多重債務
相談窓口（p03－5842－7475）

「ものづくり」・「創業」補助金説明会

　多摩信用金庫および西東京商工会では、
中小企業・小規模事業者、創業予定者の
方を対象に「ものづくり補助金」と「創業
補助金」制度の説明会を開催します。
a３月11日㈫午後２時～５時
b・eイングビル３階・40人（先着順）
□主催　多摩信用金庫
□共催　西東京商工会
j多摩信用金庫価値創造事業部（p042－
526－7728　※平日午前９時～午後５時）

　多摩六都科学館オリジナルキャラク
ター「ペガロク」が登場するプラネタリ
ウムアニメ番組の第２弾。世界一に認
定されたプラネタリウムで、天文ス
タッフによる今夜の星空解説とともに
お楽しみください。

a３月１日㈯から

土・日曜日・祝日・春休みの午前10
時30分～11時５分（投影時間約35分）
g観覧付入館券　大人1,000円、
４歳～高校生400円
j多摩六都科学館
（p042－469－6100）
月曜日休館（祝日の場合
は開館し翌日休み）

多摩六都科学館ナビ
キッズプラネタリウム
「ペガロク～たまご星を
すくえ ！ ～」

❖ニュースポーツEXPO in 多摩2014
　ニュースポーツの体験コーナーは、
どなたでも気軽に参加できます。当日
は本田望

み

結
ゆ

ちゃん、岩崎恭子さん、す
ぎちゃんほかお笑い芸人が、皆さんと
一緒にニュースポーツを楽しみます。
□主催　東京都、東京都レクリエー
ション協会ほか

khttp://newsports-expo.com
j運営事務局（p03－5771－2368）

❖たま発！ in Spring
　「いこいーな」などご当地キャラク
ター大集合をはじめ、フォトコンテス
ト入賞作品展、ワークショップ、お笑
いライブなどを通じて多摩地域の魅力
を再発見し、発信していきます。
□主催　東京都
khttp://tama120.jp/
jたま発！事務局
（p03－3457－3006）

a３月15日㈯午前９時30分～午後４時  b国営昭和記念公園（立川市）

　楽しいイベントが盛りだくさん！　ぜひ、遊びにきてください！

ニュースポーツEXPO in 多摩 2014 ＆ たま発！ in Spring

ドワーフ/多摩六都科学館
ペガロク




